
平成29年 5月 1日現在

会　　員　　名　　簿　　（　平成３０年度 定時総会　）

一般社団法人 日本海さけ・ます増殖事業協会
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会　員　名 役職名 氏　　　名 会員名・漁業権番号 氏名
石狩湾漁業協同組合 代表理事組合⾧ 丹野　雅彦   石さけ定第13号 　岩見　孝行　ほか２名
小樽市漁業協同組合 代表理事組合⾧ 嶋　 秀樹 　石さけ定第14号 　(有)真生漁業部(佐 藤　久)
余市郡漁業協同組合 代表理事組合⾧ 篠谷　　誠 　石さけ定第15号 　(有)松丸水産(中村東伍)
東しゃこたん漁業協同組合 代表理事組合⾧ 神    哲治 3
古宇郡漁業協同組合 代表理事組合⾧ 池守　　力
岩内郡漁業協同組合 代表理事組合⾧ 湊　 良広 　石さけ定第5号 　中村　政美　ほか1名
寿都町漁業協同組合 代表理事組合⾧ 小西　正之 　石さけ定第6号 　中井　健二　ほか1名
島牧漁業協同組合 代表理事組合⾧ 濱野　勝男 　石さけ定第7号 　相原　雄太
ひやま漁業協同組合 代表理事組合⾧ 工藤　幸博 　石さけ定第8号 　岩見　正則

　石さけ定第9号 　相原　雅人
　石さけ定第10号 　相原　和敏
　石さけ定第11号 　松浦　達也
　石さけ定第12号 　加藤　秀記　ほか１名

石狩市 市　　⾧ 田岡　克介 8
小樽市 市　　⾧ 森井　秀明
余市町 町　　⾧ 嶋　　　　保 　石さけ定第１号第～4号 石狩さけ定置網漁業生産組合
古平町 町　　⾧ 貞村　英之 4 (組合⾧理事　秋芳男)
積丹町 町　　⾧ 松井　秀紀
神恵内村 村　　⾧ 高橋　昌幸 　小樽さけ定第1号 　神力　昭　ほか２名
泊村 村　　⾧ 牧野　浩臣 　小樽さけ定第2号 　子出藤　章弘　ほか1名
岩内町 町　　⾧ 上岡　雄司 　小樽小さけ定第1号 　小林　渉
寿都町 町　　⾧ 片岡　春雄 　小樽小さけ定第2号 　川本　勲
島牧村 村　　⾧ 藤澤　 克 　小樽小さけ定第3号 　嶋　秀樹
せたな町 町　　⾧ 高橋　貞光 　小樽小さけ定第4号 　村上　寛記　ほか2名
八雲町（旧熊石町） 町　　⾧ 岩村　克詔 　小樽小さけ定第5号 　依田　昭弘　ほか1名
乙部町 町　　⾧ 寺島　光一郎 　小樽小さけ定第6号 　青塚　忍
江差町 町　　⾧ 照井　誉之介 　小樽小さけ定第7号 　木村　勝義
上ノ国町 町　　⾧ 工藤　　昇 　小樽小さけ定第8号 　成田　定康　ほか9名
奥尻町 町　　⾧ 新村　卓実 　小樽小さけ定第9号 　大黒　章司

　小樽小さけ定第10号 　渡邉　　巌　ほか1名
　小樽小さけ定第11号 　渡邊　清寿

さけ定　2　　　小さけ　11　　計13
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会員名・漁業権番号 氏名 会員名・漁業権番号 氏名
　余ほっけ・まぐろ・さけ定第1号・2号 　中島　辰浩　ほか2名 　岩底さけ定第1･3.4号
　余さけ定第1・2号 　余市郡漁業協同組合 　岩小さけ定第11号
　余小さけ定第1～7号 　伊藤　正　ほか7名 　岩小さけ定第2号

大　2　さけ定　2　小さけ　7　計　11 　岩底さけ定第17.19.38号
　岩底さけ定第6.33.35号

　古ほっけ・まぐろ・ さけ定第１号 　有限会社　丹後漁業 　岩小さけ定第50号
　古小さけ定第1～15号 　丹後　藤雄　ほか11名 　岩底さけ定第7.22.24号

大　1　　小さけ　15　計　16 　岩小さけ定第49号
　岩小さけ定第8.20号

　美ほっけ・まぐろ・さけ定第１号 　（有）丸栄水産 　岩底さけ定第30.46.47号
　美底さけ定第1号 　三上　富太郎 　岩底さけ定第9.26.39号
　美底さけ定第2号 　白川　浩治 　岩小さけ定第43号
　美底さけ定第3号 　白川　昭治 　岩底さけ定第10.12.18号
　美小さけ定第4号 　竹谷　英子 　岩小さけ定第25号

大　1　小さけ　1　底さけ　3　計　5 　岩小さけ定第13号
　岩底さけ定第5.14.21.23.28.29.40.44号

　神小さけ定第1・8号 　岩底さけ定第15.16.42号
　神底さけ定第2.5.12.15.16号 　岩小さけ定第48号
　神底さけ定第3.4.6号 　畠中　城之 　岩底さけ定第27.31.32号
　神底さけ定第7.9.10号 　佐藤　孝次 　岩小さけ定第45号
　神小さけ定第11号 　岩底さけ定第34.37.41号
　神底さけ定第13･14号 　岩小さけ定第36号
小 さ け 3 底 さ け 13 計 16 　岩小さけ定第54号 　和泉　浩司

　岩底さけ定第52号
　盃ほっけ・まぐろ・さけ定第1･2号 　株式会社　盃定置漁業部 　岩小さけ定第53号
　盃底さけ定第1～3号 　村田　百合 小さけ　14　底さけ　39　計　53

大　2　底さけ　3　計　5
　寿ほっけ・まぐろ・さけ定第１号

　泊小さけ定第１.3号 　寿小さけ定第5.13.14号
　泊底さけ定第4.11.12.13.16号 　寿底さけ定第1・3号
　泊底さけ定第2.9.15号 　寿ほっけ・まぐろ・さけ定第2号
　泊小さけ定第5.10号 　寿小さけ定第27号
　泊小さけ定第6.14号 　寿底さけ定第31.36号
　泊底さけ定第7.8号 　寿小さけ定第2.6.16号

小さけ　6　底さけ　10　計　16 　寿底さけ定第4号
　寿底さけ定第7.8.11号 　一戸　由光ほか１名
　寿底さけ定第9.10号 　亀谷　憲昭

　大阪　勇一

　村田　繁広

　新井田　俊明

　田中　茂雄

　須佐　数春

　太田　誠

　寺井　博

　小塚　正

　山村　伸幸

　村田　冨久子

　岩沢鶴人

　樋口　祥子

　和泉　隆

　石橋　治重

　寺田　　潮

　阿部　剛誠

　石橋　　海

　石橋　冨士子

　⾧谷川　輔外１名

　(有)マルホン小西漁業
代表取締役　小西　正之
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会員名・漁業権番号 氏名 会員名・漁業権番号 氏名
　寿底さけ定第12号 　株式会社　海一戸漁業 　瀬さけ定第1号 　小町　　敏　ほか35名
　寿小さけ定第15.18号 　木村　真男　ほか１名 　瀬さけ定第2号 　斉藤　　誠　ほか35名
　寿小さけ定第17号 　石沢　賢海 　瀬さけ定第3号 　能代　光男　ほか35名
　寿小さけ定第19号 　瀬さけ定第4号 　浜高　富夫　ほか35名
　寿底さけ定第24号 　瀬さけ定第5号 　新保　　強　ほか35名
　寿小さけ定第20.22号 　川村　栄 　瀬さけ定第6号 　廣澤　ノブ子　ほか35名
　寿小さけ定第21号 　北さけ定第1号 　澤谷　克宏　ほか35名
　寿底さけ定第28.32号 　北さけ定第2号 　加賀谷　明朗　ほか35名
　寿底さけ定第26号 さけ定　8
　寿小さけ定第23号
　寿底さけ定第30号 　大さけ定第1号 　成田　直彦　ほか2名
　寿小さけ定第29号 　大さけ定第2号 　佐藤　雅彦　ほか2名
　寿小さけ定第39号 　大さけ定第3号
　寿底さけ定第34号 　大さけ定第4号
　寿小さけ定第25号 さけ定4
　寿底さけ定第33.38.40号
　寿小さけ定第35号 　熊さけ定第1.3号 　工藤　幸博　ほか5名
　寿底さけ定第37号 　熊さけ定第2号 　門脇　一昭　ほか1名
　寿底さけ定第44.45号 　横山　幸夫　ほか1名 さけ定　3
　寿底さけ定第41.42.43号
　寿小さけ定第46号 　乙さけ定第1号 　工藤　壽一　ほか3名

大　2　小さけ　20　底さけ　26　計　48 　乙さけ定第2号 　佐々木　義春　ほか3名
　乙さけ定第3号 　田畑　徳幸　ほか2名

　島ほっけ・まぐろ・さけ定第１号 　乙さけ定第4号 　伊藤　鉄吉
　島小さけ定第21号 　乙さけ定第5号 　浅野　基　ほか1名
　島底さけ定第2.6.7号 さけ定　5
　島小さけ定第1.4.5号 　二階　一夫
　島底さけ定第8号 　大森　浩和 　江さけ定第1号 　大谷　保人　ほか3名
　島底さけ定第10.13.20.25号 　大森　和彦 　江さけ定第2号 　田中　秀一　ほか3名
　島底さけ定第12.15.16.19号 　高島　憲一ほか2名 　江さけ定第3号 　辻　　裕樹　ほか3名
　島底さけ定第11.14.18.23号 　江さけ定第4号 　青坂　貴章　ほか3名
　島小さけ定第3号 　江さけ定第5号 　中川　政徳　ほか11名
　島底さけ定第9.17.22号 　（有）丸脇八重丸水産 　江さけ定第6号 　林　　　保　ほか11名
　島小さけ定第24号 代表取締役　久慈和成 　江さけ定第7号 　岸田　真司　ほか11名

大1　小さけ6　底さけ　19　計　26 　江さけ定第8号 　能登　政志　ほか3名
　江さけ定第9号 　能登　博之　ほか3名

さけ定　9

　佐藤　正幸　ほか１名

　株式会社　ヤマサ漁業

　（有）丸正漁業部
代表取締役　濱野勝利

　亀谷　仁志

　大野　光弘　ほか2名

　奥村　誠一

　新川　秀史

　佐藤　誠　ほか１名

　丸和漁業生産組合
組合⾧理事　濱野勝男

　沖津　信幸

　佐藤　仁　ほか１名
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会員名・漁業権番号 氏名
　上国さけ定第1号 　小田　昭彦　ほか2名
　上国さけ定第2号 　市山　亮悦　ほか2名
　上国さけ定第3号 　森　一夫　ほか2名
　上国さけ定第4号 　久末　正　ほか4名
　上国さけ定第5号 　久末　勉　ほか4名
　上国さけ定第6号 　古舘　義勝　ほか4名

さけ定　6

（内　訳）
生産組合 2
有限会社 7
株式会社 3

個人・共同 102
小　計 114

漁協 9
市町村 16

小　計 25
総合計 139

漁協自営１カ統は漁業協同組合と重複のため会員数に入らず。
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